
コメ・コメ加工品の国・地域別の輸出拡大プラン（案）について

令和３年６月
農林水産省農産企画課

〇 本プランは、「輸出拡大実行戦略」で定められた、国・地域別の輸出目標達成に向けて

関係事業者の参考となるよう輸出の現状・課題・今後取り組むべき方策について具体的に

定めたものである。
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今後の輸出拡大に向けて①（コメ輸出量の推移と日本産米の需要動向）

○ 「コメ海外市場拡大戦略プロジェクト」の推進に伴い、コメの輸出量は近年大きく増加。

○ 一方、輸出先上位の国・地域の日本産米の販売動向を見ると、実需の動向、今後の伸びが期待される分野はそれぞれ
異なる。

○ 今後、輸出拡大実行戦略で定められた目標達成に向けて「マーケットイン」の発想でコメ・コメ加工品の輸出を飛躍
的に拡大していくためにも、各国・地域における実需のありようや今後需要開拓が期待される分野について整理する
ことは極めて重要。

《主な輸出先国におけるコメ輸出量の推移と需要動向》

貿易統計における輸出実績
（2016年→2020年）

日本産米の需要動向

香港
3,342トン 6,978トン

中食（おにぎりや寿司）および
外食（日本食レストラン）が需要の主体であり、
年々増加傾向。

シンガポール
2,350トン 3,696トン

アメリカ
812トン 1,989トン 日系小売店での精米販売が需要の中心であるが、

日本食レストラン向けも徐々に増加しつつある。

台湾
910トン 2,004トン 小売店（精米販売）向けと外食（日本食レストラ

ン）が拮抗していたが、2020年は日系チェーン
の進出を背景に日本食レストラン向けが増加。

中国
375トン 1,002トン 他国と大きく異なり、小売店（精米販売）やイン

ターネット販売が実需の中心。
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今後の輸出拡大に向けて②（日本産米需要のありよう）

２

輸
出
数
量

日本食・日本文化の浸透度

香港

○ 所得水準が高く、訪日経験者も多数。

○ 非日本人も主食としてコメを食べる。

○ 日本産米の需要は、日系スーパー、日本食レストラン
に加えて、現地系（非日本食）レストランにも一部広まる。

台湾

中国

タイ

豪州

米国

○ 一般にコメを主食とするアジア系
の住民が多い。

○ 日本産米の需要は、日系小売店か
ら日本食レストラン・現地系高級
スーパーにも広まりつつある。

○一般的にコメを主食とせず、需要の多くは日系小売店における

小売需要。（多くは駐在員等の現地在住日本人が消費）

○業務用は一部の高級日本食レストラン向け。

○ただし、一部の国では中食（寿司等）の需要開拓に成功し、

輸出を伸ばす事例も見られる。

モンゴルロシア

フランスフィンランド

シンガポール

英国

○ 人口の多寡や輸入規制、外食習慣の有無による違いはあるものの、日本産米の輸出数量は米食習慣の有無や日本食・
日本文化の浸透度と相関関係にあることが伺える。（一方で、新興市場で新たな需要を切り開いた例も存在。）

○ 今後「マーケットイン」の発想で輸出拡大に取り組むには、各国・地域の特性を踏まえることも重要。そのためには
国や品目団体等が連携した情報収集に加えて、輸出事業者、産地への的確な発信が重要。



《基礎データ》

⚫ 人口は少ないが、所得水準が高く米食の習慣があること、また食
料を海外からの輸入に頼っていることから、日本産米の輸出実績
もトップクラス。更なる需要開拓・輸出拡大が見込まれる。

⚫ 日系小売・外食チェーン等の進出やおにぎり店の増加が日本産米
の輸出増に寄与。新型コロナウイルスの感染拡大が輸出に影響を
与えた2020年においても寿司店等の店舗数増加とともに輸出実
績が増加。

外食

小売

中食

チャネル別消費動向（推計）

（参考）日本産米の使用例（推計）
おにぎりチェーン（香港）：90店舗（2021年3月）、年間約1,000トン規模
日系寿司チェーン（香港）：64店舗（2021年1月）、年間約1,200トン規模

コメ輸出の国・地域別プラン①（香港・シンガポール）

⚫ レストランへの日本産米と炊飯機器の抱き合わせ提案

他国産米を使用していた現地系中華レストランチェーンに対して中

華料理に合う日本産米と炊飯機器のセットでの提案を行い、日本産

米への切り替えに成功。メニューの味が向上し、集客につながった

と評価される。

⚫ 日系寿司チェーンでの日本産米PR

新型コロナウイルス感染拡大の影響により売り上げが大きく減少した

日系寿司チェーンにおいて、店内PRのためのPOP、ポスターの設置、

広告宣伝等により日本産米使用をアピール。結果としてプロモーショ

ン実施前と比べ約15t/月の輸出増加につながった。

現状

これまでの取組成果等

日系小売店
（2019年推計）

日本食レストラン
（2019年）

香港 33 1,595

シンガポール 43 1,261

輸出数量 2018年 2019年 2020年

香港 4,690 5,436 6,978

シンガポール 3,161 3,879 3,696

コメの消費量 香港：約50万トン（2017年）
シンガポール：約25万トン（2018年）

（単位：トン）

おにぎりチェーン（香港） 日系寿司チェーン（香港） 日系小売チェーン
（香港、シンガポール）

【課題・方策】

⚫ 大⼿米卸や輸出事業者が中食・外食を中⼼に需要を開拓しており、
今後もレストランチェーンやおにぎり店等をメインターゲットとし
た需要開拓を図る。（香港・シンガポール共通）

輸出拡大実行戦略における記載

国名 2019年実績 2025年目標

香港 15億円 36億円

シンガポール 8億円 16億円

◼ 大規模な取引が見込める日系レストランチェーンや「冷めても美味し

い」日本産米の特性を活かせるおにぎり・弁当等の中食事業者等との

連携を図っていく必要。

◼ レストランチェーンとの取引に当たっては、大規模な数量が期待され

る一方で、品質・数量・価格面で、安定的に大ロットで日本産米を供

給できる体制づくりが必須。輸出産地と輸出事業者のマッチング、国

際競争力を有するコメを生産可能な輸出産地の育成を推進していく必

要。

今後の取組の方向性（案）
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《基礎データ》

⚫ 一般のアメリカ人には米を炊飯、主食として食する習慣が
ないことから、日本産米の取り扱いは日系小売店が中⼼だ
が、一部のアジア系スーパーにも日本産米が導入され始め
ている。

⚫ 日本食レストランで使用されている米はカリフォルニア産
米が大宗を占めていたが、近年、日本食レストランチェー
ンでは、現地で精米した高品質な日本産米を導入した例が
みられる。

⚫ 近年、カリフォルニア産ジャポニカ米の価格が上昇傾向で
あり、日本産米との価格差が縮まりつつある。

⚫ 新型コロナ感染拡大の下、ECにおける小売販売は好調と
の声もある。

外食

中食
小売

チャネル別消費動向（推計）

コメ輸出の国・地域別プラン②（アメリカ）

【課題・方策】
⚫ 大⼿米卸や輸出事業者が日系小売店需要を開拓。今後は日本食レストラン

等やEC等の小売需要を開拓。

現状 輸出拡大実行戦略における記載

日系小売店
（2019年推計）

日本食レストラン
（2019年）

124 2,920

2018年 2019年 2020年

1,282 1,980 1,989

（単位：トン）【輸出数量】

地域 銘柄 販売単位 2017年 2020年

東海岸
加州米A 2.27kg 6.99ドル 8.4ドル

日本米B 2.27kg 17.99ドル 13.9ドル

西海岸
加州米C 6.8kg 18.99ドル 21ドル

日本米D 6.8kg 44.17ドル 39.99ドル

ハワイ
加州米E 2kg - 15ドル

日本米F 2kg - 18ドル

（参考）小売店における販売価格（JETRO及び農林水産省調べ）

⚫ 日系日本食レストランチェーンでの日本産米への切り替え
ニューヨークの日系日本食レストランチェーンにおいて、現地精米した日本
産米とカリフォルニア産を顧客（主として非日本人）に直接比較してもらっ
たところ、「（日本産米だと）ご飯が美味い」と評価を得たほか、レストラ
ンの売上も向上。
日本産米の継続使用につながる。（年間約60トン規模の輸出拡大）

⚫ 炊飯指導等を伴う現地高級寿司店への営業活動
高級寿司店に対して炊飯指導を実施。寿司に合う銘柄（ブレンド）の提案だ
けでなく、炊飯特性に合った炊き方、メニュー、盛り付け方の提案を行い、
日本産米の特徴をレストランシェフに説明。従来使用していた他国産米と日
本産米の品質を比較することで、日本産米の品質に納得した上で、切り替え
に成功。輸出数量が年間約14トン増加。

⚫ 真空包装導入による品質劣化防止
精米品質劣化防止のために小売向け精米に真空包装を導入したところ、品質
が安定。顧客から高評価を得て、販売数量が好調に推移。インポーターとの
取引数量が年間約100トン増加見込み。

これまでの取組成果等

2019年実績 2025年目標

7億円 30億円

⚫ ある日系日本食レストランで精米品質の劣化（日本で精米されてから長期間
が経過）により、日本産米からカリフォルニア米に切り替えた事例がある。
日本産米の品質の高さ等をＰＲするためにも、現地精米や真空包装の導入な
どの品質劣化防止策を図っていく必要。

⚫ 炊飯指導等を通じて、レストランシェフ・オーナーに日本産米の美味しい炊
き方や品質の高さを実感してもらうことで、他国産米からの切り替えを図る。

今後の取組の方向性（案）
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《基礎データ》

⚫ 1億4千万トンの消費量、300～500万トンの輸入量を誇る世界最
大のコメ消費国。東北地域でジャポニカ米を生産（長江地域では
長粒種を生産）。

⚫ インターネット普及率が高く、物流の整備も進んでいることを背
景に、小売・ECが日本産米の主たる実需先。また、春節や中秋節
などに企業が従業員の福利厚生としてギフトを贈る団体購買など
の贈答文化があり、日本産米にとって有望な市場。

⚫ 多くの日系レストランチェーンが進出しているものの、日本米使
用は一部の高級レストランが中⼼。

⚫ 精米工場・くん蒸施設を活用して輸出拡大を図っているが、掛か
り増し経費が重いのが現状。

【輸出数量】

外食

小売

EC

チャネル別消費動向（推計）

コメ輸出の国・地域別プラン③（中国）

現状

日系小売店
（2020年推計）

日本食レストラン
（2019年）

108 66,202

2018年 2019年 2020年

524 1,007 1,002

（単位：トン）

食品・飲料EC市場規模（2018年、単位：100万米ドル）
中国：36,868 アメリカ：15,860 日本：8,865

FOB輸出価格 全世界向け：270円/kg 中国向け：320円/kg
（2020年） 香港向け：212円/kg シンガポール向け：207円/kg

2016年 2017年 2018年

消費量（千トン） 147,761 142,509 148,490

輸入量（千トン） 5,300 5,500 3,000

【課題・方策】

⚫ 大⼿米卸等がECやギフトボックス等の贈答用を中⼼に需要を伸ば
しており、更なる開拓を図る。

⚫ コスト縮減のためには指定精米工場等の活用に加えて工場等の追
加や輸入規制の緩和が不可⽋。

輸出拡大実行戦略における記載

2019年実績 2025年目標

4億円 19億円

⚫ 現地系企業バイヤー向け日本産コメ・コメ加工品に関する品評会
日本産食材に関⼼の高い現地系企業のバイヤー向けに品評会を上
海・成都で実施。日本産コメ・コメ加工品の試食・試飲を通じて、
非日系小売店、ECを中⼼とする30社から成約意向を獲得。

⚫ 中国全土の現地系小売店での日本産米の試食販売
インポーターの販売代理店で春節向けのギフトセットを販売、合わ
せておにぎりの試食と炊飯方法のチラシ配付を実施することで、日
本産米の調理方法を紹介。
ブランド知名度が向上したことで、非日系小売店からは小売用精米、
福利厚生・贈答用商品販売業者からギフトボックス用の引き合いを
獲得。今後も小売店、福利厚生・贈答用商品販売業者に年間200ト
ン以上の輸出が見込まれる。

これまでの取組成果等

⚫ 当面は現行精米工場・くん蒸施設の有効活用を図る必要があるが、
政府において引き続き規制緩和（原発事故に伴う10都県(コメは9都
県)からの輸入規制、精米工場・くん蒸施設規制）に向けた対応・働
きかけを進める必要。

⚫ 中国系企業をターゲットとして、福利厚生やギフト需要（高級品市
場）の開拓を図る必要。その際、中国では人的ネットワークの重要
性が高いことからコーディネーター等を活用する必要。また、ECで
の食品購入が定着していることから、ECにおける需要を取り組むた
めの方策を検討。

今後の取組の方向性（案）
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《基礎データ》

⚫ 台湾
所得水準は高く、日本食・日本文化も良く浸透しているが、現地で
ジャポニカ米（日本産米の約３分の１の価格）を生産しており、関
税や規制等も障壁。
現地精米による差別化や日系寿司チェーンの人気により輸出が伸び
る傾向。
ジャポニカ米を食べ慣れているが故に日本産米の品質を評価する声
も聞かれ、食味を重要視する日系日本食レストランチェーンでの日
本産米採用が輸出増に寄与。

⚫ タイ
日本食の浸透度は高いが、所得水準で香港・シンガポールを下回っ
ていることから、日本産米の需要は日系小売店や高級日本食レスト
ランが中⼼。
タイやベトナムで生産されたジャポニカ米が広く販売される。
(参考：日本産米 約500円/kg、現地産日本米 約160円/kg)

⚫ ベトナム
玄米輸出解禁に伴い輸出が増加傾向。日本食が定着しつつあるが、
日本産米の取扱は日系小売店や高級日本食レストランの一部に限ら
れる。

外食

小売

中食

チャネル別消費動向（推計）

⚫ 日系寿司チェーン店による日本産米の需要拡大（台湾）

他国産米を使用している寿司店との差別化を図るため、消費者に

「日本で食べた寿司と同じ味」を提供するために全店舗で日本産米

を使用。家族客等の大型需要が見込まれる春節に合わせて、SNSや

YouTubeでのデジタルプロモーションを実施し、春節期間中の来店

客が大きく増加。

⚫ タイ料理と日本産米のコラボ弁当プロモーション（タイ）

タイで高級料理とされているジャスミンライスの代替品として日本

産米のプロモーションを実施。現地有名シェフを活用して、日本産

米に合うタイ料理レシピ・弁当を開発し、ガソリンスタンド併設の

惣菜ショップ200店舗にて販売。併せてPOPの作成、情報誌を活用

した広告宣伝を実施した結果、（約２週間）のプロモーション期間

中に全店舗48,300食のコラボ弁当を販売。本取組により日本産米の

使用量は10t/月（コメ換算）増加。弁当を販売した惣菜ショップで

は、プロモーション期間終了後も販売を継続。今後は新規顧客の開

拓も目指す。

コメ輸出の国・地域別プラン④（台湾・東南アジア）

現状 これまでの取組成果等

日系小売店
（2019年推計）

日本食レストラン
（2019年）

台湾 52 13,318

タイ 69 3,004

ベトナム 31 582

（トン）

輸出数量 2018年 2019年 2020年

台湾 1,173 1,262 2,004

タイ 320 578 555

ベトナム 118 213 159

（単位：トン）

⚫ 東南アジアでは規制が輸出の障壁となる地域も存在することから、不
要な規制緩和の働きかけを引き続き進めるとともに、規制動向につい
ての情報発信に取り組む必要。

⚫ コメを主食とする地域であるが、現地で安価なジャポニカ米が生産さ
れていることから、日本産米の美味しさや安全性等の比較優位を実食
プロモーション等で訴求していく必要。

⚫ また、現地産日本米との差別化のために日本産米のブランディングが
必要な可能性。また、米食文化があることから、現地精米や真空包装
により日本の精米技術等と合わせた品質面での差別化を図ることも検
討する必要。

今後の取組の方向性（案）
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《ＥＵ》
⚫ 米を主食として食べる文化はなく、日本産米の需要は『日系・アジア系

小売店での小売販売』（現地在住日本人が主たる購買層）と『高級日本
食レストラン』に大別される。

⚫ スペイン、イタリアにおいて日本米が生産されているため、日本食レス
トランでの日本産米の使用は日本人がシェフを務める一部の高級レスト
ランが中⼼。
（品質では日本産 ＞ カリフォルニア産 ＞ スペイン・イタリア産）

⚫ 近年では日系資本（卸・外食）の進出も見られるほか、日本食レストラ
ンも多様化、ラーメン店やお好み焼き店に加えておにぎり店や弁当店の
展開もみられるようになる。

⚫ フィンランドでは現地大⼿スーパーマーケットの寿司向けに日本産米を
導入することに成功。輸出量が増加している。

《モンゴル》
⚫ 現地精米により高品質で鮮度の高い日本産米を供給することにより、現

地系の大⼿小売スーパーや一部の日本食レストランの需要開拓に成功。
輸出量が増加している。

《ロシア》
⚫ 現地系スーパーマーケットの寿司向けに日本産米を導入することに成功。

輸出量が増加している。

コメ輸出の国・地域別プラン⑤（ＥＵ・その他の新興市場）

⚫ おにぎり販売店舗の開設（フランス）
パリにおむすび店を展開するにあたって、美味しい日本産
米を提供する必要があることから、精米機メーカーと連携
してCEマークを取得した上で現地店舗に精米機を設置。
現地で精米した高品質な日本産米を使用したおにぎりが評
価され、売上が１年間で２倍に増加。

⚫ 日本食レストランでのプロモーション（ロシア）
「いなり寿司」の試食販売を行ったほか、惣菜スタッフに
炊飯指導、握り方等も指導し、品質の維持も図った結果、
現地小売店における寿司関連食品の販売が倍増し、輸出増
につながった。

現状

これまでの取組成果等

輸出数量 2018年 2019年 2020年

イギリス 422 450 451

ドイツ 92 140 144

フランス 78 93 112

フィンランド 47 183 188

モンゴル 336 315 347

ロシア 120 174 199

カナダ 138 158 205

（単位：トン）
EUのチャネル別消費動向（推計）

外食

小売

中食

【課題・方策】
⚫ 欧州・UAE等のコメを主食としない地域では、寿司等の日

本食需要拡大に合わせて日本産米の需要開拓を図る。
⚫ EUを中⼼に拡大するグルテンフリー需要の取り込みを通じ

た米粉・米粉製品の需要開拓を図る。

輸出拡大実行戦略における記載
《基礎データ》

⚫ EUにおける市場開拓に当たっては、日本食マーケット等の
ポテンシャルに関する情報、現地においてパートナーとな
る事業者の存在や規制等への対応が重要な要素となってく
ることから、国や品目団体が積極的に情報を収集・整理・
発信していくことが必要。

⚫ 新興市場の開拓に当たっては、日本食マーケット等のポテ
ンシャルに関する情報、現地においてパートナーとなる事
業者の存在や規制等への対応が重要な要素となってくるこ
とから、国や品目団体が積極的に情報を収集・整理・発信
していくことが必要。その際、JETRO等とも積極的に連
携を図っていく必要。

今後の取組の方向性（案）

７



コメ加工品の輸出拡大プラン（米菓）

《基礎データ》

【輸出数量・輸出額】

2017

⚫ コメを使った菓子に馴染みのあるアジア圏を中⼼に広く親しまれ、
全体の半数以上をアジアへ輸出している。輸出事業者による取組
の結果、近年輸出実績は増加傾向。

⚫ 主に日系小売店で販売され、現地在住日本人のほか日本食品を好
む現地消費者が主な購入層。米菓メーカーが需要開拓に取り組み、
現地小売店での販売を通じて輸出が伸びるケースも見られる。

⚫ 他国産の米菓が販売されている国・地域もあるが、味付けの嗜好
はそれぞれ異なる。
（例：ＥＵであれば甘いライスケーキやわさび味のスナックとし

て米菓が販売されている。）

⚫ 現地日系小売店で販売される米菓の中には、いわゆる並行輸出品
も一定程度存在。

⚫ 海外のバイヤーからは、賞味期限１年以上を求められることが一
般的。（日本では４か月前後が一般的。）

現状

2018年 2019年 2020年

輸出量
（トン）

4,053 4,033 4,222

輸出額
（百万円）

4,425 4,306 4,531

日本で販売されるパッケージ等はそのままで、現地規制等に対応するた
めのラベルを貼付して販売される形式が一般的。

⚫ 米菓の認知向上・新規販路の開拓（シンガポール）
日系小売店の市場が飽和状態になりつつある中、新たな実需開拓を図
るために現地系企業バイヤーとの商談を実施。あわせて、商品認知度
向上を図るためのSNS等によるデジタルプロモーションやライブコ
マースによる商品販売を実施。デジタルプロモーションやライブコ
マースでの販売実績を参考にした現地大⼿コンビニからの引き合いが
あり、大きな商談に結びつく可能性。

⚫ 新興市場の開拓（豪州）
商流が構築できていない豪州において、現地パートナーとなる日系・
非日系インポーターとのマッチング面談会を実施。賞味期限の長期化
や添加物規制に対応した商品の新規取引が実現。合わせて現地
JETRO事務所等による現地市場や規制等のレクチャーを実施。事業
に参加したメーカーは今後、面談会やレクチャーで把握できた賞味期
限の長期化や添加物規制等に対応する予定で、更なる輸出拡大が期待
できる。

これまでの取組成果等

アメリカ

台湾
香港

その他

輸出先内訳（2020年）

⚫ 各メーカーが各国・地域のマーケット等の情報を踏まえて進出先に
ついて検討できるよう、国や品目団体が情報収集、発信を強化して
いくことが必要。

⚫ 輸出数量拡大のためには、海外規制・バイヤーのニーズに対応して
いく必要。（規制等に対応できないと、どんなに食味が良くても成
約につながらない。）

（対応を要する規制・ニーズの例）
・賞味期限の長期化
・食品添加物規制への対応
・ラベルの現地言語表記
・栄養表示（日本では表示義務のない栄養素に対応する必要）
・No-MSG（グルタミン酸不使用）等の要望への対応

今後の取組の方向性（案）

８



《基礎データ》

⚫ 国内における需要も毎年増加、国内生産量が年々増

加する一方で、輸出も近年大きく増加。

⚫ 加工食品に該当するため、植物検疫による輸入制限
は無いが、各国が設ける規制等に対応する必要。

⚫ 輸出に熱⼼な特定のメーカー・輸出事業者が輸出増
をけん引する傾向。特に香港は輸出事業者による市
場開拓の結果として輸出が大きく増加。

⚫ 海外の小売店では、他国（韓国等）産のパックご飯
も販売されている中で、輸出拡大のためには差別化
を図っていく必要。

コメ加工品の輸出拡大プラン（パックご飯）

2018年 2019年 2020年

923 1,018 1,203

（トン）

（注）パックご飯以外のレトルト粥等も含まれる

現状

（各国の主な規制）
中国 ：10都県輸入規制。酸味料などの添加物の規制。
アメリカ：製造工場が米国FDAに登録される必要。酸味料

無添加のパックご飯は登録に求められる要件が
非常に厳しく、現状FDAの認可を獲得した国内
事例なし。

2018年 2019年 2020年

17.0 18.3 19.7

（万トン）

【課題と方策】
⚫ アメリカは、パックご飯や米粉の最大の輸出先国であり、更なる市場開拓を図る。

輸出拡大実行戦略における記載

（出典）食品産業動態調査より

⚫ 中国人個人バイヤーを活用したパックご飯PR（中国）
SNSを通じて中国人の子育て世代をターゲットにパックご飯の販売プロモーション
を集中的に実施したところ販売量は大きく増加。ECサイトを紹介し、継続的な販
売にも誘導。

⚫ 香港現地系小売店へのパックご飯の市場開拓（香港）
香港最大⼿の米卸と連携し、富山県で製造したパックご飯を関連会社の国内大⼿米
卸を通じて2019年からPB商品として輸出。販売先は日系小売店から現地系小売店
にも広がり、輸出量は年々増加。

これまでの取組成果等
アメリカ

香港台湾

ベトナム

中国

その他

輸出先内訳（2020年）

【国内生産量】

【輸出数量】

⚫ 日本産パックご飯の海外需要開拓のためには、試食体験などを通じてその品質等
を訴求していくと同時に、消費者の嗜好や求める販売⼿法等を把握し、実売につ
なげていくことが重要。

⚫ また、その際には、ラベル表示の現地言語化や規制対応が必要となることから、
メーカーと輸出商社との情報共有・連携やメーカーの取組に対する支援も重要。

⚫ また、現在の需要は日系小売店中⼼となっていることから、ＥＣ販売等の新たな
需要開拓の方向性を検討する必要。

今後の取組の方向性（案）

９



《基礎データ》

【米粉の輸出数量】 【米粉麺等の輸出数量】

⚫ 米国、アジア、EUが主な輸出先で
あり、米国向けが全体の約８割を
占める。パートナーとなる（多くは非日系の）インポーターを見
つけ、非日系の商流を構築した事業者が輸出実績を大きく伸ばし
ている傾向が見られる。

⚫ 世界のグルテンフリー市場規模は年々急拡大しており、当該需要
の取り込みによる輸出拡大が期待される。

⚫ 他国産米粉との価格差（米国：2.5倍、英国：3倍以上）がある
中、高い製粉技術等に日本産米粉の優位性がみられる。

⚫ 日本産米粉の優れた特性をPRするため、一般的な
海外のグルテンフリーの基準（グルテン含有率
20μg/g）より厳しいグルテン含有「１μg/g以下」
の米粉を「ノングルテン表示」でアピールする取
組を開始。

コメ加工品の輸出拡大プラン（米粉・米粉製品）

※米粉は2019年以前、米粉麺当は2020年以前は
輸出実績のデータなし。

現状

⚫ 現地系スーパーマーケットとの商流の構築(ドイツ)
ドイツに現地法人を設立、健康等にターゲットを絞ったドイツ国内の
展示会での試食等を着実に実施。これにより、ドイツの複数の現地系
スーパーマーケットとの取引につながった。

⚫ グルテンフリー市場向け新商品の開発・プロモーション(アメリカ)
アメリカのグルテンフリー市場をターゲットに米粉を使ったグルテン
フリーインスタントラーメン（豚骨醤油等）を開発。オンライン展示
会への出展に加え、大⼿ＥＣサイトでの販売に連動した広告宣伝を実
施。（パッケージデザインもアメリカ向けに作成）12月中旬から大⼿
ＥＣサイトで販売したところ、３週間で1,200食（１食４ドル）を販
売。３月にも8000食を完売。追加で１万食の追加予約あり。輸出数量
は、実施前の1.2t/月から3t/月に増加見込み。

・膨張率が高く、加工した際に食感、食味が優れている。
・除菌技術やブレンド技術を背景に、玄米粉やミックス粉にも優位性あり。

これまでの取組成果等

【課題・方策】
⚫ アメリカは、パックご飯や米粉の最大の輸出先国であり、更なる市場開拓を

図る。

⚫ EUを中⼼に拡大するグルテンフリー需要の取り込みを通じた米粉・米
粉製品の需要開拓を図る。

輸出拡大実行戦略における記載

2019年 2020年

118 226

2020年

23.2（トン） （トン）

2005年 約８億USドル

2019年 約67億USドル

約８倍に拡大

《世界のグルテンフリー市場規模 》

アメリカタイ

ロシア

オランダ その他

輸出先内訳（2020年）

⚫ 米、米菓、パックご飯等とは異なる市場を開拓していく必要。その
ため、海外非日系インポーターとの結びつき、市場開拓を図る取組
を支援していく必要。

⚫ 既に商流を構築した事業者については実売に繋げ、販売量を増やす
ための取組を、商流が構築できていない事業者については、見本市
などへの出展を通じて、パートナーとなるインポーターを確保する
ことが重要。

⚫ 市場調査などで現地の実需者や消費者の求める販売形態等を把握す
ることにより、競合商品との価格差を超える差別化が必要。

今後の取組の方向性（案）

１０




